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図書館だより いずみさの 

今月の展示ピックアップ
図書館ではそれぞれの館でテーマを決めて様々な本を展示・紹介しています。 

その中から 2つを紹介！ 気になるテーマがあればぜひ手にとって見てください。 

その他各館のテーマについて次のページでも紹介しています。 

中央図書館 入口 

泉佐野の名所のひとつとなっている中央図書館周辺

で、四季折々の花や緑で安らぎや憩いを感じてみま

せんか。また、図書館入口でも四季を感じることが

できる展示をお楽しみください。 

佐野公民館図書室 

新年度がスタートすると、生活環境が変化したり

しますね。そんな環境の変化の時におすすめのリ

ラックス方法を特集してお待ちしています。 

 

「ときめく花生活」 「リラックスのすすめ」

図書館からのお知らせ

毎月第１・第３木曜日の朝、移動図書館が泉佐野駅前にも巡回する 

ことになりました。朝早いですが、本を見に来てみませんか？ 

皆様のご利用をお待ちしております。 

場所：泉佐野駅東ロータリー 

日時：毎月第１・第３木曜日 

（午前６時４５分 ～ 午前８時） 

移動図書館いちょう号が泉佐野駅前にうかがいます！ 

新型コロナウイルスの影響により、開館日・開館時間の変更やイベ

ント等を中止する場合があります。その場合は、ホームページ等で

お知らせいたします。 

泉佐野駅のきっぷ売り場付近に図書館の本を返却できる“図書返却ポスト”を設置します。 

＊泉佐野駅の開いている時間であれば何時でも返却が可能ですが、

返却処理までにはタイムラグがありますので、お急ぎの方は図書館

までお持ちください。 

＊CD・DVDなどの視聴覚資料、他館借用本については破損の恐

れがありますので、返却ポストではなく図書館のカウンターに直接

お返しください。 

泉佐野駅に図書返却ポストを設置します！ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長南公民館図書室 

「きいろい本」 
レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

・吹き抜け 

「包む」 

・絵本ワゴン 

「おでかけえほん」 

 

北部公民館図書室 

「本で世界を旅しよう」 

日根野公民館図書室 

「環境問題」「食べ物を育てる」 

各館での展示テーマ
展示テーマ・使われている資料は、館内の検索機や HPの「特集コーナー」で見ることができます。 

図書館からのお知らせ 

図書館Ｑ＆Ａ -壊れてしまった本はどうするの？ 

たくさんの方にご利用いただいている本ですので、壊れてしまった場合はできるだけ

修理をして、再び本棚に並べています。 

Q. もし壊れてしまったらどうすればいいの？ 

 A. ページが外れてしまった・破れてしまった場合、ページ外れ・破れの本を見つ

けた場合は、そのままの状態で図書館のカウンターにお申し出ください。でき

る限り、図書館で修理いたします。 

Q. セロハンテープで修理していいの？ 

 A. 一般的に使用されるセロハンテープは、粘着部分の劣化が早く、変色してシミ

になってしまうことがあるため本の修理には向きません。図書館では専用のテ

ープで修理していますので、修理は図書館におまかせください！ 

Q. 修理できないものはありますか？ 

 A. 原形が分からないほどに破損したものや、ページが紛失したもの、水に濡れて

しわしわになって膨張したもの、食べこぼしなどでシミになったものは、残念

ながら図書館では修理することができません。 

図書館の資料は市民の皆様の大切な財産です。お取り扱いにはご注意下さい。 

 

おりがみでおおきなこいのぼりをつくろう！ 
小さなこいのぼりをたくさん集めて、みんなで大きなこいのぼりを作りましょう！ 

日 時 ： 4月 26日（日） 

午後 2時～2時 30分まで 

場 所 ： レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 1階おはなし室 

対 象 ： 子どもから大人まで （ 申込み不要・参加無料 ） 

問合先 ： レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

４月２８日（火）～５月５日（火・祝）までの期間、各分館にも（移動図書館以外）おりが

みを用意していますので、大きなこいのぼり作りに是非参加してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

ともだちになったミーとチュー ヤン ホンイン 樹立社 低学年向け 

クツカタッポと三つのねがいごと エミリー・ロッダ あすなろ書房 低学年向け 

ねずみのペレスと歯のおはなし アナ・クリスティーナ・エレロス ロクリン社 中学年向け 

エミリ・ディキンスン家のネズミ エリザベス・スパイアーズ みすず書房 高学年向け 

ジャカスカ号で大西洋へ 山下 明生 理論社 高学年向け 

 トーベン・クールマン 作 ブロンズ新社     

一匹の小ネズミが望遠鏡で観察していた“月”。その“月”の発見を仲間のネズミに語

りますが、仲間のネズミ達は「月はチーズだ」と誰も聞いてくれません。そこで小ネズ

ミは旅に出かけることを決意します。全ページにわたり丁寧に描かれている“絵”もと

ても綺麗で印象的です。 

 

まだ 

こどものほんだな 

新着図書案内 

他にもたくさんの新着図書があります。くわしくは新着図書案内リストなどをご覧ください。 

「介護」や「ケア」は今や誰にでも訪れる避けることができない未来です。 

そんな遠くない介護についてのことを各界の４０人が語っています。 

「介護」「ケア」について考えてみませんか？ 

 

「おとぎカンパニー 日本昔ばなし編」 

田丸 雅智  著  光文社  Fタマ 

「おにぎりをつくる」 

高山 なおみ 文   長野 陽一 写真   ブロンズ新社  えほん 

もっとよみたい？ 

（小学校中学年向け） 

誰もが知っている日本昔ばなしを現代版に置き換え、全１２編からなるショー

ト形式の作品を載せています。“一寸法師”は“一寸上司”など、ついつい読

み進めてしまうこと間違いなしです！ 

“おにぎり”っておいしいですよね。コツさえつかめば誰でも作ることができ

ます。少しおなかがすいたときにこのえほんの通りに作れば誰もが笑顔になり

ます。おいしいおにぎり作ってみませんか？ 

アームストロング 

      

 

「私にとっての介護」 

岩波書店編集部 編  毒蝮 三太夫 他著  岩波書店     369.2 

 

 

今月号のテーマは [ ねずみ ] です。 



開館日のおしらせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

土曜子どもシアター 

       

 

 

 

 

午後のキネマ 

   

 

 

 

毎月第 1・3 水曜日 

レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館

で開催 

4 月 1 日 ・ １5 日 

 

時間：午前 11 時から午前 11 時 30 分まで 

会場：レイクアルスタープラザ・カワサキ 

中央図書館  ２階視聴覚室 

いずみさの図書館だより  

2020 年４・5 月号 No.114 

2020 年 ４月 1 日発行 

編集・発行 泉佐野市立図書館 

図書館 Web サイト http://library/izumisano.lg.jp

/ 

は休館日 ＊の日は中央図書館のみ開館 

 

図書館の催しもの 

レイクアルスタープラザ・カワサキ 

中央図書館の映画会 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29* 30

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4* 5* 6* 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

泉佐野市立図書館は、指定管理者である図書館流通センターが管理・運営を行っています。 

連絡先：指定管理者(株)図書館流通センター   ℡03-3943-2221 

※図書館だよりで使用している書影は出版社の許諾を得たものです。 

５月 

93 分 

5 月 6 日 ・ ２０日 

 

87 分 

おはなし会 

日時   4 月 11 日（土）  午後 2 時から 

日時   ５月 ９日（土）  午後２時から 

偶数月第３土曜日開催 毎月第２土曜日開催 

「猫侍 －劇場版－」 １00 分 

 北村一輝 主演 

 山口義高 監督 
2014 年作品 

日時 4 月 18 日（土）午後１時 30 分から 

申込み不要・会場の都合により 80 名まで 

 

は北部公民館図書室の休館日となります。 

日曜・祝日おはなし会 

「おさるのジョージ」 

レイクアルスタープラザ･カワサキ中央図書館 

 TEL 072-469-7130 

TEL 072-463-6035 

TEL 072-465-1101 

TEL 072-469-5171 

TEL 072-468-0808 

移動図書館いちょう号 

佐 野 公 民 館 図 書 室 

長 南 公 民 館 図 書 室 

北 部 公 民 館 図 書 室 

日根野公民館図書室 

お問い合わせ 

「おじゃる丸  
― マロのゆかいな世界 ―」 

４月 

赤ちゃんから大人まで、大歓迎です！ 

 

 

 

時間：午後 2 時から午後 3 時まで 

会場：レイクアルスタープラザ・カワサキ 

中央図書館  ２階視聴覚室 

 申込み不要・会場の都合により５0 名まで 

 

5 月 31 日（日） 出演：紙ひこうき 

 

 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

人工知能 LIFE3.0 マックス・テグマーク 紀伊國屋書店 007.1

情報と社会 わが子をAIの奴隷にしないために 竹内 薫 新潮社 007.3

日本財団 世道人心に質す! 尾形 武寿 リベラルタイム出版社 065

絵本ガイド えほん・絵本・134冊 増田 喜昭 学研教育みらい 019.5

感情 上機嫌な自分でいるコツ 和田 秀樹 新講社 141.6

心霊研究 「からだ」という神様 保江 邦夫/他 ビオ・マガジン 147

人生訓 時間革命 堀江 貴文 朝日新聞出版 159

人生訓 楽しくなければ仕事じゃない 干場 弓子 東洋経済新報社 159.4

神話 図説北欧神話大全 トム・バーケット 原書房 164.3

仏教 ビジネスに活かす教養としての仏教 鵜飼 秀徳 PHP研究所 180.4

世界史 <内戦>の世界史 デイヴィッド・アーミテイジ 岩波書店 209

対外史 日中関係史 エズラ・F.ヴォーゲル 日本経済新聞出版社 210.1

古墳 百舌鳥・古市古墳群 実業之日本社 210.3

歴史 女たちのシベリア抑留 小柳 ちひろ 文藝春秋 210.7

旗章史 日本旗章史図鑑 苅安 望 えにし書房 288.9

紀行 江戸東京透視図絵 跡部 蛮 五月書房新社 291.3

地理 忍びの滋賀 姫野 カオルコ 小学館 291.6

リスク 身銭を切れ ナシーム・ニコラス・タレブ ダイヤモンド社 301

政治資金 秘密資金の戦後政党史 名越 健郎 新潮社 315.1

裁判官 裁判官も人である 岩瀬 達哉 講談社 327.1

起業
まだ間に合う!定年までに複数収入をつく
る「お金革命」

船ケ山 哲 きずな出版 335

企業責任 60分でわかる!SDGs超入門 バウンド 技術評論社 335.1

生命保険 かんぽ崩壊 朝日新聞経済部 朝日新聞出版 339.4

相続 相続・贈与でトクする100の節税アイデア 高橋 敏則 ダイヤモンド社 345.5

国民年金 「国民年金」150%トコトン活用術 日向 咲嗣 同文舘出版 364.6

ひきこもり 扉を開けて 共同通信ひきこもり取材班 かもがわ出版 367.7

民生委員 民生委員活動の基礎知識 小林 雅彦 中央法規出版 369.1

教育 お金に強い子どもの育て方 日経マネー編集部/編集 日経BP 379.9

日本風俗 モノのはじまりを知る事典 木村 茂光/他 吉川弘文館 382.1

冠婚葬祭 家族葬ハンドブック 柴田 典子/監修 主婦の友社 385.6

物理学 時間は存在しない カルロ・ロヴェッリ NHK出版 421.2

進化論 残酷な進化論 更科 功 NHK出版 467.5

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2020年4・5月号



人体 そうだったのか!ヒトの生物学 坪井 貴司 丸善出版 491

手の疾患
私の手はなぜ痛いのか、しびれるのか、
曲がっているのか

平瀬 雄一 幻冬舎 493.6

認知症 ボクはやっと認知症のことがわかった 長谷川 和夫/他 KADOKAWA 493.7

癌 知っておきたい「がん講座」 中川 恵一 日経サイエンス社 494.5

腎臓疾患 透析療法 石橋 由孝 主婦の友社 494.9

鼻疾患 副鼻腔炎 蓄膿症、鼻炎は楽治せる! マキノ出版 496.7

健康法 女は筋肉 男は脂肪 樋口 満 集英社 498.3

健康法 丹田発声・呼吸法で医者要らず 松井 和義 コスモ21 498.3

食生活 食べる投資 満尾 正 アチーブメント出版 498.5

法医学 女性の死に方 西尾 元 双葉社 498.9

技術 発明と技術の百科図鑑 DK社 原書房 502

無線通信 60分でわかる!5Gビジネス最前線 佐野 正弘 技術評論社 547.5

包丁
ムズかしい“技術”をはぶいた包丁研ぎ
のススメ

豊住 久 CCCメディアハウス 581.7

ファッション 着るもののきほん100 松浦 弥太郎 小学館 589.2

生活 おたのしみ歳時記 杉浦 さやか ワニブックス 590

洋裁 パターン補正バイブル 加藤 容子 日本文芸社 593.3

料理 大原千鶴の絶品手づくりだれ料理帖 大原 千鶴 NHK出版 596

料理 ごはんにかけておいしい。材料2つで炒めもの ワタナベ マキ 主婦と生活社 596

料理 いちばんおいしい野菜の食べ方 飛田 和緒 オレンジページ 596.3

育児 食べない子が変わる魔法の言葉 山口 健太 辰巳出版 599.3

育児 医者が教える赤ちゃん快眠メソッド 森田 麻里子 ダイヤモンド社 599.4

農業 今さら聞けない農薬の話きほんのき 農文協/編 農山漁村文化協会 615.8

食虫植物 育て方がよくわかる世界の食虫植物図鑑 田辺 直樹 日本文芸社 627.5

盆栽 小林國雄のイチから教える盆栽 小林 國雄/監修 西東社 627.8

飼育 犬のための家庭の医学 野澤 延行 山と溪谷社 645.6

水彩画 水彩画「人物描写」上達のコツ 柴崎 博子/監修 メイツユニバーサルコンテンツ 724.4

マンガ評論 さくらももこ『ちびまる子ちゃん』を旅する 平凡社 726.1

野球
真のファンなら知っておきたい野球の世
界情勢

石原 豊一 ベースボール・マガジン社 783.7

登山遭難 十大事故から読み解く山岳遭難の傷痕 羽根田 治 山と溪谷社 786.1

相撲 稽古場物語 佐々木 一郎 ベースボール・マガジン社 788.1

日本語 日本語をつかまえろ! 飯間 浩明 毎日新聞出版 810.4

オノマトペ おなかぺこぺこオノマトペ きの とりこ 千倉書房 810.7

慣用句 五感にひびく日本語 中村 明 青土社 814.4

文章 「分かりやすい表現」の技術 藤沢 晃治 文響社 816

童謡 歌声は贈りもの 白井 明大 福音館書店 911.5

ルポルタージュ 森心地の日々 森 博嗣 講談社 915.6



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 稲荷書店きつね堂 蒼月 海里 角川春樹事務所 B Fアオ

文庫 あの冬、なくした恋を探して いぬじゅん ポプラ社 B Fイヌ

文庫 天才少女Aと告白するノベルゲーム 三田 千恵 KADOKAWA B Fサン

文庫 AI崩壊 浜口 倫太郎 講談社 B Fハマ

文庫 巴里マカロンの謎 米澤 穂信 東京創元社 B Fヨネ

文庫 黒と白のはざま ロバート・ベイリー 小学館 B 933

エッセイ 老人初心者の覚悟 阿川 佐和子 中央公論新社 Eアガ

エッセイ 老人流 村松 友視 河出書房新社 Eムラ

小説 空貝 赤神 諒 講談社 Fアカ

小説 イマジン? 有川 ひろ 幻冬舎 Fアリ

小説 紙鑑定士の事件ファイル 歌田 年 宝島社 Fウタ

小説 平蔵の母 逢坂 剛 文藝春秋 Fオウ

小説 占 木内 昇 新潮社 Fキウ

小説 オカシナ記念病院 久坂部 羊 KADOKAWA Fクサ

小説 家族パズル 黒田 研二 講談社 Fクロ

小説 タイガー理髪店心中 小暮 夕紀子 朝日新聞出版 Fコグ

小説 GAP 佐野 晶 小学館 Fサノ

小説 稚児桜 澤田 瞳子 淡交社 Fサワ

小説 国道食堂　1st season 小路 幸也 徳間書店 Fシヨ

小説 君がいないと小説は書けない 白石 一文 新潮社 Fシラ

小説 狐火の辻 竹本 健治 KADOKAWA Fタケ

小説 騒がしい楽園 中山 七里 朝日新聞出版 Fナカ

小説 瓦礫の死角 西村 賢太 講談社 Fニシ

小説 赤い部屋異聞 法月 綸太郎 KADOKAWA Fノリ

小説 猫君 畠中 恵 集英社 Fハタ

小説 涙をなくした君に 藤野 恵美 新潮社 Fフジ

小説 背高泡立草 古川 真人 集英社 Fフル

小説 甘夏とオリオン 増山 実 KADOKAWA Fマス

小説 地棲魚 嶺里 俊介 光文社 Fミネ

小説 箱とキツネと、パイナップル 村木 美涼 新潮社 Fムラ

小説 太平洋食堂 柳 広司 小学館 Fヤナ

小説 リボンの男 山崎 ナオコーラ 河出書房新社 Fヤマ

外国文学 十二月の十日 ジョージ・ソーンダーズ 河出書房新社 933

外国文学 友だち シーグリッド・ヌーネス 新潮社 933

外国文学 ジャパンタウン バリー・ランセット ホーム社 933

小説・エッセイ
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児童書

ないよう タイトル かいたひと しゅっぱんしゃ ぶんるい

としょかん 図書委員アイデアブック 吉岡 裕子/他監修 あかね書房 017

れきし 歴史のなかの子どもたち フィリップ・ウィルキンソン 岩崎書店 209

しょうぼう 消防署図鑑 梅澤 真一/監修 金の星社 317

メディア
フェイクニュースがあふれる世界に生き
る君たちへ

森 達也
ミツイパブリッ
シング

361

せいきょういく あかちゃんはどうやってつくられるの? アンナ・フィスケ 河出書房新社 367

うちゅう ブラックホールってすごいやつ 本間 希樹 扶桑社 440

じしん 地図で見る日本の地震 山川 徹 偕成社 453

おなら への本 オナラファクトリー ポプラ社 491

しぜん ウンコロジー入門 伊沢 正名 偕成社 491

いりょう いのちを救う災害時医療 森村 尚登 河出書房新社 498

マナー 12歳までに覚えたいマナー&常識BOOK 佐藤 夕/監修 新星出版社 590

いと お蚕さんから糸と綿と 大西 暢夫 アリス館 630

かり 自分の力で肉を獲る 千松 信也 旬報社 659

しんかんせん 新幹線のヒミツ 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人 686

スポーツ 知ってた?世界のスポーツルールと歴史 アダム・スキナー 徳間書店 780

ぶんがく 5分で読む!名作&文豪ビジュアル大事典 学研プラス 902

おはなし 霧見台三丁目の未来人 緑川 聖司 PHP研究所 913

おはなし 県知事は小学生? 濱野 京子 PHP研究所 913

おはなし ハンカチともだち なかがわ ちひろ アリス館 913

おはなし 魔法のたいこと金の針 茂市 久美子 あかね書房 913

おはなし きれいずきのマグスおばさん イーディス・サッチャー・ハード 大日本図書 933

おはなし 5000キロ逃げてきたアーメット オンジャリ Q.ラウフ 学研プラス 933

おはなし ネバームーア ジェシカ・タウンゼント 早川書房 933

おはなし ハロー、ここにいるよ エリン・エントラーダ・ケリー 評論社 933

えほん あなたがおおきくなるひまで ケイト・バンクス 岩崎書店

えほん イカリメーター とうやま そうた 文芸社

えほん いらっしゃい せな けいこ 童心社

えほん いろいろいろんなからだのほん メアリ・ホフマン 少年写真新聞社

えほん おいかけっこのひみつ いとう ひろし ポプラ社

えほん じぶんではなをかめるかな 深見 春夫 岩崎書店

えほん 世界中からたっくさん! マーク・マーティン 偕成社

えほん ちび竜 工藤 直子 童心社

えほん ちらしずし はまの ゆか 光村教育図書

えほん ねこなんていなきゃよかった 村上 しいこ 童心社

えほん ふきだしくん 山口 哲司 出版ワークス

えほん ラブレターをもらったら アニカ・アルダムイ・デニス BL出版


